
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建築中のエレベータ昇降路内に納められ、建物の築造に合わせて仮設機械室を順次上方
に移設しサービス階を上方へ移設していく仮設の工事用エレベータの解体方法において、
　前記仮設機械室より上方に設置した揚重機により、仮設かご枠の上枠を吊った状態で仮
設かご枠を搬出階まで吊り降ろし、前記上枠のみを残して仮設かご枠を解体し、次いで前
記上枠を介して前記仮設機械室を吊り上げ、この仮設機械室を所定の搬出階まで降ろして
解体することを特徴とした工事用エレベータの解体方法。
【請求項２】
　建築中の建物のエレベータ昇降路内に納められ、建物の築造に合せて仮設機械室を順次
上方に移設しサービス階を上方へ移設していく仮設の工事用エレベータの解体方法におい
て、
　前記昇降路の底部につり合いおもりを仮固定し、最上部の停止階に受けビームを設置し
て、この受けビームに仮設かご枠を載置して仮固定した後、この仮設かご枠から主ロープ
を取り外して前記つり合いおもりを解体し、次いで前記仮設かご枠を揚重機により吊り降
ろして解体し、次いで前記仮設かご枠の上枠を用いて前記仮設機械室を吊り上げて、前記
受けビームを前記最上部の停止階から取り外してから、前記仮設機械室を搬出階まで降ろ
して解体し、次いで前記仮設かご枠の上枠を解体し、最後に、前記揚重機を解体して昇降
路内部品の解体を終えることを特徴とする工事用エレベータの解体方法。
【請求項３】
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　前記仮設かご枠の上枠に揚重ロープ用プーリを設けることにより、前記仮設かご枠の吊
り具と前記仮設機械室を吊り上げる吊り具との兼用としたことを特徴とする請求項１また
は請求項２記載の工事用エレベータの解体方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、工事用エレベータの解体方 関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、高層ビルの建築工事現場では、エレベータが未完成の間は、上層階へ建築資材を
運搬したり建築作業者を昇降させたりするために多大な時間と労力を要し、これが建築工
事の効率化を阻害するという問題点があった。
【０００３】
そこで従来、例えば特開平８－１３３６３５号公報や特開平４－２４３７８６号公報に開
示されているように、ビルの建築工事の進行過程に合わせて、昇降路内に仮設した機械室
を上方へ移設していき、仮設かご枠の昇降行程を順次延長していくという工事用エレベー
タが提案されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来の工事用エレベータでは、本設エレベータへの盛り替えにあ
たっての解体時における考慮が十分なされておらず、揚重装置にて機械室、かご枠、つり
合いおもり等をそれぞれ吊り下げて解体しているため、工事用エレベータ解体時の作業効
率が悪いという不都合があった。
【０００５】
また前述した解体・盛り替え時において多くの仮設品を必要とすることから、仮設品の設
置および撤去そして本設品の取付といった多くの作業工程を必要とし作業コストを増大さ
せる要因となっていた。
【０００６】
本発明は、上記のような従来技術における実情に鑑みてなされたもので、その第１の目的
は、工事用エレベータの解体作業効率を向上させることのできる工事用エレベータの解体
方法を提供することにある。
【０００７】
また、本発明の第２の目的は、工事用エレベータの解体時に仮設品を削減して作業コスト
ダウンを図ることのできる工事用エレベータの解体方法を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記第１の目的を達成するため、本発明の請求項１に係る発明は、建築中のエレベータ昇
降路内に納められ、建物の築造に合わせて仮設機械室を順次上方に移設しサービス階を上
方へ移設していく仮設の工事用エレベータの解体方法において、前記仮設機械室より上方
に設置した揚重機により、仮設かご枠の上枠を吊った状態で仮設かご枠を搬出階まで吊り
降ろし、前記上枠のみを残して仮設かご枠を解体し、次いで前記上枠を介して前記仮設機
械室を吊り上げ、この仮設機械室を所定の搬出階まで降ろして解体する構成にしてある。
【００１０】
また、上記第１の目的を達成するため、本発明の請求項２に係る発明は、建築中の建物の
エレベータ昇降路内に納められ、建物の築造に合せて仮設機械室を順次上方に移設しサー
ビス階を上方へ移設していく仮設の工事用エレベータの解体方法において、前記昇降路の
底部につり合いおもりを仮固定し、最上部の停止階に受けビームを設置して、この受けビ
ームに仮設かご枠を載置して仮固定した後、この仮設かご枠から主ロープを取り外して前
記つり合いおもりを解体し、次いで前記仮設かご枠を揚重機により吊り降ろして解体し、
次いで前記仮設かご枠の上枠を用いて前記仮設機械室を吊り上げて、前記受けビームを前
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記最上部の停止階から取り外してから、前記仮設機械室を搬出階まで降ろして解体し、次
いで前記仮設かご枠の上枠を解体し、最後に、前記揚重機を解体して昇降路内部品の解体
を終える構成にしてある。
【００１１】
このように構成した本発明の請求項１および請求項２に係る発明では、仮設かご枠の上枠
を用いて仮設かご枠と仮設機械室を順次吊り降ろし解体するので、揚重機から引き出され
た揚重ロープを仮設かご枠の上枠から仮設機械室へ付け替える段取りを省くことができ、
これによって、工事用エレベータの解体作業効率を向上させることができる。
【００１２】
また、上記第２の目的を達成するため、本発明の請求項３に係る発明は、請求項１または
請求項２に係る発明において、前記仮設かご枠の上枠に揚重ロープ用プーリを設けること
により、前記仮設かご枠の吊り具と前記仮設機械室を吊り上げる吊り具との兼用とした構
成にしてある。
【００１３】
このように構成した本発明の請求項３に係る発明では、仮設かごの吊り具と仮設機械室を
吊り上げる吊り具とを兼用して、工事用エレベータの解体時に仮設品を削減したため、工
事用エレベータの解体作業のコストダウンを図ることができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の工事用エレベータの解体方 実施形態を図に基づいて説明する。
【００１９】
　図１は本発明の一実施形態に係る工事用エレベータの解体方法を用いて仮設機械室を吊
り上げた状態を示す図、図２は仮設かご枠を吊り上げた状態を示す図、図３は昇降路の底
部につり合いおもりを設置する工程を示す図、図４は昇降路内の受けビーム上に仮設かご
枠を載置する工程を示す図、図５は昇降路の底部に固定足場を設置する工程を示す図、図
６は固定足場上にて仮設かご枠を解体して順次搬出する工程を示す図、図７は固定足場上
にて仮設機械室を解体して順次搬出する工程を示す図、図８はつり合いおもりを搬出する
工程を示す図、図９は緩衝器を搬出する工程を示す図、図１０ 設用乗りかごを用いて
本設用出入口を据付ける工程を示す図、図１１は本実施形態が用いられる工事用エレベー
タの全体構成を示す縦断面図である。
【００２０】
図１１に示す工事用エレベータは、昇降路４内の受けビーム２上に仮設される仮設機械室
１と、この仮設機械室１に設置された巻上げ機３と、この巻上げ機３により駆動力を伝達
され昇降路４内を昇降する仮設かご枠５と、この仮設かご枠５と釣瓶式に昇降するつり合
いおもり６と、巻上げ機３に巻き掛けられ、仮設かご枠５およびつり合いおもり６を吊り
上げる主ロープ７と、仮設かご枠５と仮設機械室１との間に張設され電力および制御信号
を伝送するテールコード８と、仮設かご枠５とつり合いおもり６との間に張設されるコン
ペンチェーン９と、仮設機械室１内に設置され前記の制御信号を発信するとともにエレベ
ータ全体の走行制御を行なう図示しない制御盤とを有している。
【００２１】
昇降路４内には、仮設かご枠５を案内するかごレール１１と、つり合いおもり６を案内す
るつり合いおもりレール１２とがそれぞれ立設されている。主ロープ７は、仮設機械室１
から送り出されるとともに仮設かご枠５の上部に設置されたかご上プーリ５ａと、巻上げ
機シーブ３ａと、つり合いおもり６の上部に設置されたつり合いおもりプーリ６ａとを巻
回された後、この主ロープ７の先端が仮設機械室１に固定されている。
【００２２】
そして、本実施形態の工事用エレベータの解体方法では、まず図３に示すようにつり合い
おもり６を昇降路４の底部に設置し、図４に示すように仮設かご枠５の昇降行程の最上階
、例えば２２階の乗り場２２Ｆと建屋梁１０との間に受けビーム１３を掛け渡し、この受
けビーム１３上に仮設かご枠５を載置する。この状態で図１１に示した主ロープ７を取外
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して昇降路４の外へ搬出した後、図５に示すように、昇降路４の頂部に設置された本設機
械室１４に揚重機１５を設置するとともに、仮設かご枠５上部の上枠５ｂに揚重ロープ用
プーリ１５ｂを取付ける。
【００２３】
次いで、図２に示すように、本設機械室１４の天井部に設けられた建屋梁１０１に滑車１
５ｃを取付け、この滑車１５ｃおよび一対の揚重ロープ用プーリ１５ｂに揚重機１５から
引き出された揚重ロープ１５ａを巻き掛けられた後、その端部１５ｄを建屋梁１０１に連
結してローピングした後、揚重機１５を駆動して仮設かご枠５を吊り上げ、受けビーム１
３を２２階の乗り場２２Ｆと建屋梁１０との間から抜き取る。この後、仮設かご枠５を揚
重機１５を用いて搬出階、例えば１階の乗り場１Ｆまで吊り降ろす。
【００２４】
このとき、滑車１５ｃ、揚重ロープ用プーリ１５ｂおよび本設機械室１４の床穴１４ａ、
１４ｂは、揚重ロープ１５ａが仮設機械室１およびその他の昇降路内機器に干渉しない位
置に配設されているため、上記のように揚重ロープ１５ａをローピングした後、揚重機１
５を駆動させて、揚重ロープ１５ａを引出せば仮設かご枠５を搬出階まで吊り降ろし解体
・搬出可能である。また、この搬出階での解体・搬出作業は、図６に示すように昇降路４
底部から組上げた固定足場１６上にて仮設かご枠５を上枠５ｂと揚重ロープ用プーリ１５
ｂを除く他の構成部材、すなわちかごドア５ｃ、スプリング５ｄ、下枠５ｅ、上枠５Ｆに
順次解体して搬出することにより円滑に行える。
【００２５】
この後、図７に示すように仮設機械室１の解体・搬出を行なう際、揚重機１５により揚重
ロープ１５ａを引込むことにより、解体しないで残しておいた上枠５ｂを介して仮設機械
室１を吊り上げ、この仮設機械室１を載置していた受けビーム２を抜き取った後、揚重機
１５より揚重用ロープ１５ａを再度引き出して１階の乗り場１Ｆ（搬出階）まで吊り降ろ
す。
【００２６】
この吊り降ろし作業の際には、前述した仮設かご枠５の場合と同様、仮設機械室１は昇降
路４内の機器に干渉することなく吊り降ろすことができる。また、上枠５ｂに設けられて
いたかご上プーリ５ａは、前述した仮設かご枠５の解体の際に取外されており、また揚重
ロープ用プーリ１５ｂは仮設機械室１底部に干渉しない位置に配設されているため、上枠
５ｂにて仮設機械室１を吊持可能となる。
【００２７】
さらに、図７に示すように１階の乗り場１Ｆ（搬出階）まで吊り降ろされ受けビーム２上
に載置された仮設機械室１を、固定足場１６上で巻上げ機１ａ、主ロープ用プーリ１ｂ、
はしご１ｃ、および安全柵１ｄに順次解体して搬出する。
【００２８】
このようにして仮設機械室１の解体搬出が終了したなら、上枠５ｂを解体搬出し、図８に
示すように揚重機１５を用いてつり合いおもり６を搬出階より搬出するとともに、図９に
示すように揚重機１５を用いて緩衝器１７を搬出階より搬出し、最後に、揚重機１５を解
体することにより工事用エレベータに用いられていた仮設品の搬出は終了する。
【００２９】
　以上のように工事用エレベータの解体搬出が完了した後、本設エレベータを据付けてい
く盛り替え作業を行なう。 図１０に示すように工事用エレベータで用いた仮設出
入口１８は、本設の制御盤２３を設置し、本設エレベータの乗りかご１９がつり合いおも
り２０と釣瓶式に巻上げ機２１により昇降可能となるまで残しておき、この本設エレベー
タの乗りかご１９を用いて本設用出入口２２と交換して据付を行なう。この際、仮設出入
口１８は図示しない本設用ブラケットにより芯出し固定されているため、本設用ブラケッ
トに本設用出入口２２を取付ければよい。
【００３０】
このように構成した本実施形態の工事用エレベータの解体方法にあっては、仮設かご枠５
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の上枠５ｂを用いて仮設かご枠５と仮設機械室１とを順次吊り降ろし解体するので、揚重
機１５から引出された揚重ロープ１５ａを上枠５ｂから仮設機械室１へ付け替える段取り
を省くことができ、工事用エレベータの解体作業効率を向上できる。
【００３１】
さらに、本実施形態の工事用エレベータの解体方法にあっては、仮設かご枠５の吊り具と
仮設機械室１を吊り上げる吊り具とを兼用して、工事用エレベータの解体時に仮設品を削
減したため、工事用エレベータの解体作業のコストダウンを図ることができる。
【００３４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の請求項１に係る発明は、揚重機から引き出された揚重ロー
プを仮設かご枠の上枠から仮設機械室へ付け替える段取りを省くことができ、したがって
、工事用エレベータの解体作業効率を向上させることができる。
【００３５】
また、本発明の請求項２に係る発明も、揚重機から引き出された揚重ロープを仮設かご枠
の上枠から仮設機械室へ付け替える段取りを省くことができ、したがって、工事用エレベ
ータの解体作業効率を向上させることができる。
【００３６】
また、本発明の請求項３に係る発明は、仮設かごの吊り具と仮設機械室を吊り上げる吊り
具とを兼用して工事用エレベータの解体時に仮設品を削減したため、工事用エレベータの
解体作業のコストダウンを図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施形態に係る工事用エレベータの解体方法を用いて仮設機械室を
吊り上げた状態を示す図である。
【図２】　仮設かご枠を吊り上げた状態を示す図である。
【図３】　昇降路の底部につり合いおもりを設置する工程を示す図である。
【図４】　昇降路内の受けビーム上に仮設かご枠を載置する工程を示す図である。
【図５】　昇降路の底部に固定足場を設置する工程を示す図である。
【図６】　固定足場上にて仮設かご枠を解体して順次搬出する工程を示す図である。
【図７】　固定足場上にて仮設機械室を解体して順次搬出する工程を示す図である。
【図８】　つり合いおもりを搬出する工程を示す図である。
【図９】　緩衝器を搬出する工程を示す図である。
【図１０】　 設用乗りかごを用いて本設用出入口を据付ける工程を示す図である。
【図１１】　本実施形態が用いられる工事用エレベータの全体構成を示す縦断面図である
。
【符号の説明】
　１　仮設機械室
　２　受けビーム
　４　昇降路
　５　仮設かご枠
　５ｂ　上枠
　６　つり合いおもり
　７　主ロープ
　１３　受けビーム
　１５　揚重機
　１５ｂ　揚重ロープ用プーリ
　１８　仮設出入口
　１９　本設かご枠
　２０　本設つり合いおもり
　２１　本設の巻上げ機
　２２　本設の出入口
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　２３　本設の制御盤

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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